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告　　　　　示

山形県人事委員会告示第１号

　平成27年度山形県職員採用試験を次のとおり実施する。

　　平成27年５月12日

山 形 県 人 事 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　俊　　　彦

１　試験の種類

　　山形県職員採用試験（大学卒業程度）

２　試験区分及び採用予定人員

　　次表のとおりである。

３　試験の程度　

　　大学卒業程度

試験区分 採用予定人員 試験区分 採用予定人員

行政 約 45 名 水産 若 干 名

警察行政 若 干 名 電気 若 干 名

福祉・心理 若 干 名 電子 若 干 名

総合土木 約 15 名 金属 若 干 名

建築 約 ５ 名 農芸化学 若 干 名

化学 若 干 名 工業デザイン 若 干 名

一般農業（農業） 約 ５ 名 高分子化学 若 干 名

一般農業（畜産） 若 干 名 警察科学（文書） 若 干 名

林業 約 ５ 名
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４　対象となる職

　　行政職給料表の職務の級１級の職又はこれに相当する職

５　給与

この試験に合格し採用された者が「山形県職員等の給与に関する条例」の適用を受ける場合の給料は原則とし

て次表のとおりである。このほか、同条例等の定めるところにより諸手当が支給される。

なお、公営企業の管理者が定める職に採用された場合もこれとほぼ同額の給料及び諸手当が支給される。

６　受験資格

　次のいずれかに該当する者。ただし、日本の国籍を有しない者（試験区分「電子」、「金属」、「農芸化学」、「工

業デザイン」、「高分子化学」を除く。）及び地方公務員法第16条の規定に該当する者は受験できない。

　(1) 昭和51年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた者

　(2) 平成６年４月２日以降に生まれた者で次に掲げる者

　　①　学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに卒業見込みの者

　　②　人事委員会が①に掲げる者と同等の資格があると認める者

　　　なお、次の試験区分については、右欄の資格要件を満たす者に限り受験できる。

７　試験日、試験種目及び実施する試験区分、試験地、合格者発表

　(1) 第１次試験

　　　次表のとおりである。

　　　なお、専門試験の出題分野は、別表１のとおりである。

　(2) 第２次試験

　　　次表のとおりである。

試験区分 資格要件

福祉・心理
　社会福祉法第19条に定める社会福祉主事の任用資格を有する者又は平成28年３

月31日までに当該資格を取得する見込みの者

適用給料表 給料

行政職給料表 １級25号給

研究職給料表 ２級１号給

試験日 試験種目及び実施する試験区分 試験地 合格者発表

６月28日（日）

教養試験（多肢選択式）

全試験区分 山形市

　７月８日（水）

　合格者の試験区分及び受験番号を

山形県庁屋外掲示板に掲示して発表

するほか、合格者には書面で通知す

る。
専門試験（多肢選択式）

試験日 試験種目及び実施する試験区分 試験地 合格者発表

７月19日（日）

（予定）

総合試験（論文記述式）

全試験区分 山形市

　８月下旬

　合格者の試験区分及び受験番号を

山形県庁屋外掲示板に掲示して発表

するほか、第２次試験受験者全員に

書面で合否を通知する。

人物試験（適性検査）

７月28日（火）～

８月５日（水）の

うち指定する１日

（予定）

人物試験

（集団討論及び個別面接）
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８　各試験種目の配点及び満点

　　次表のとおりである。

　なお、合格者は全ての試験種目の結果を総合して得られた成績に従い決定する。また、各試験種目に合格基準

を定め、１つでも基準に達しないものがある場合には不合格とする。

９　採用候補者名簿及び採用方法

　最終合格者は、それぞれの試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に得点順に記載され、採用はこの名簿に

記載された者の中から行われる。

10　受験手続

　(1) 受験申込書の交付

　受験申込書は、山形県人事委員会事務局、山形県東京事務所、山形県大阪事務所、山形県名古屋事務所、各

総合支庁総務企画部の総務課、西村山総務課、北村山総務課及び西置賜総務課において交付する。

　また、山形県のホームページ（http://www.pref.yamagata.jp/）からダウンロードもできる。

　なお、受験申込書の請求を郵便で行う場合は、封筒の表に「大卒程度請求」と朱書きし、140円切手を貼っ

た宛先明記の返信用封筒（角形２号封筒）を必ず同封して、山形県人事委員会事務局（山形市松波二丁目８番

１号　郵便番号990-8570）宛て請求すること。

　(2) 受験の申込み

　　ア　電子申請による申込みの場合

　山形県及び県内市町村の電子申請のホームページ「やまがたｅ申請」（http://www.pref.yamagata.jp/online_

ymg/shinsei/e-tetsuzuki99.html）から申し込むこと。

　　イ　郵送又は持参による申込みの場合

　受験申込書に必要事項を記入し、82円切手を貼った宛先明記の受験票送付用封筒（長形３号封筒）を添付

のうえ、山形県人事委員会事務局に持参又は郵送により提出すること。

　なお、郵送により提出する場合は、封筒の表に試験区分を朱書きするとともに、簡易書留の方法によるこ

と。

　(3) 受験申込期間

　　ア　電子申請による申込みの場合

　平成27年５月12日（火）から平成27年６月３日（水）まで。平成27年６月３日（水）の午後11時59分まで

に山形県が受信したものに限り受け付ける。

　　イ　郵送又は持参による申込みの場合

　平成27年５月12日（火）から平成27年６月８日（月）まで（持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く午前

８時30分から午後５時15分まで。）。

　なお、郵送による申込みは、平成27年６月８日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

11　その他

　(1) 受験手続その他受験に関する問い合わせは、山形県人事委員会事務局に行うこと。

　(2) 受験に関する問い合わせを郵便で行う場合には、82円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封すること。

　(3) 試験の詳細については、別に受験案内が作成されているので参照すること。

別表１

第１次試験 第２次試験

満点

教養試験 専門試験 総合試験
人物試験

集団討論 個別面接

150点 150点 100点 100点 300点 800点

試験区分 出題分野

行政
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、社会政

策、国際関係、経営学
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山形県人事委員会告示第２号

　平成27年度山形県警察官採用試験を次のとおり実施する。

　　平成27年５月12日

山 形 県 人 事 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　俊　　　彦

１　試験の種類

　　山形県警察官採用試験

２　試験区分及び採用予定人員

　　次表のとおりである。

警察行政
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、社会政

策、国際関係、経営学

福祉・心理

社会福祉概論（社会保障を含む）、社会学概論、心理学概論、一般心理学（心理

学史、発達心理学、社会心理学を含む）、応用心理学（教育心理学・産業心理

学・臨床心理学）、社会調査、調査・研究法、統計学

総合土木
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・

施工、農業水利・土地改良・農村環境整備、農業土木構造物

建築
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市

計画、建築設備、建築施工

化学
数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化学・有機工

業化学、化学工学

一般農業（農業）
栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、

植物生理学、畜産一般、農業経済一般、食品科学、家政学一般、農村計画

一般農業（畜産）

栽培学汎論、作物学、土壌肥料学、農業経済一般、食品科学、家畜育種学、家畜

繁殖学、家畜生理学、家畜飼養学、家畜栄養学、飼料学、家畜管理学、畜産物利

用学、畜産経営一般

林業
森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む）、林業工学、

林産一般、砂防工学

水産
水産事情・水産経済・水産法規、水産環境科学、水産生物学、水産資源学、漁業

学、増養殖学、水産化学、水産利用学

電気
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子

工学、情報・通信工学

電子
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子

工学、情報・通信工学

金属
数学・物理、鋳造工学、溶接工学、金属組織学、金属物理学、金属材料学、材料

試験法、金属化学

農芸化学
物理化学、分析化学、無機化学、有機化学、生物化学、土壌学・植物栄養学、食

品科学、応用微生物学

工業デザイン デザイン史、材料学、人間工学、色彩学、機構・構造学、図学

高分子化学
数学・物理、物理化学、分析化学、高分子化学、高分子物理、高分子材料、無機

化学・無機工業化学、有機化学・有機工業化学、化学工学

警察科学（文書）
数学・物理、材料力学、熱力学、電気工学、機械力学・制御、機械設計、機械材

料、機械工作、情報・通信工学

試験区分 採用予定人員 試験区分 採用予定人員

警察官Ａ（男性） 41名 警察官Ｂ（男性） 31名
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３　試験の程度

　　次表のとおりである。

４　対象となる職

　　公安職給料表の職務の級１級の職

５　給与

　この試験に合格し採用された者は「山形県職員等の給与に関する条例」の適用を受け、その場合の給料は原則

として次表のとおりである。このほか、同条例等の定めるところにより諸手当が支給される。

６　受験資格

　別表１のとおりである。ただし、日本の国籍を有しない者及び地方公務員法第16条の規定に該当する者は受験

できない。

７　試験日、試験種目及び実施する試験区分、試験地、合格者発表

　(1) 警察官Ａ（男性）、警察官Ａ（女性）、警察官Ａ（武道指導・柔道）、警察官Ａ（武道指導・剣道）

　　ア　第１次試験

　　　　次表のとおりである。

　　　　なお、身体測定１の基準は別表２のとおりである。

警察官Ａ（女性） 10名 警察官Ｂ（女性） ５名

警察官Ａ（武道指導・柔

道）
１名

警察官Ａ（武道指導・剣

道）
１名

試験区分 給料

警察官Ａ（男性）、警察官Ａ（女性）、警察官Ａ（武道指導・柔道）、警察官Ａ

（武道指導・剣道）
公安職給料表１級21号給

警察官Ｂ（男性）、警察官Ｂ（女性） 公安職給料表１級１号給

試験区分 程度 試験区分 程度

警察官Ａ（男性）

大学卒業程度

警察官Ｂ（男性）

高校卒業程度

警察官Ａ（女性） 警察官Ｂ（女性）

警察官Ａ（武道指導・柔

道）

警察官Ａ（武道指導・剣

道）
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　　イ　第２次試験

　　　　次表のとおりである。

　　　　なお、身体測定２の基準は別表３のとおりである。

　(2) 警察官Ｂ（男性）、警察官Ｂ（女性）

　　ア　第１次試験

　　　　次表のとおりである。

　　　　なお、身体測定１の基準は別表２のとおりである。

　　イ　第２次試験

　　　　次表のとおりである。

　　　　なお、身体測定２の基準は別表３のとおりである。

試験日 試験種目及び実施する試験区分 試験地 合格者発表

７月12日

（日）

教養試験（多肢選択式）

全試験区分

山形市

鶴岡市

酒田市

　７月23日（木）

　合格者の試験区分及び受験

番号を山形県庁及び県内各警

察署の屋外掲示板に掲示して

発表するほか、合格者には書

面で通知する。

身体測定１

体力検査１

７月13日

（月）
実技試験

警察官Ａ（武道指導・柔

道）及び警察官Ａ（武道

指導・剣道）

天童市

試験日 試験種目及び実施する試験区分 試験地 合格者発表

９月20日

（日）

教養試験（多肢選択式）

全試験区分

山形市

鶴岡市

酒田市

新庄市

南陽市

　10月８日（木）

　合格者の試験区分及び受験

番号を山形県庁及び県内各警

察署の屋外掲示板に掲示して

発表するほか、合格者には書

面で通知する。

身体測定１

体力検査１

試験日 試験種目及び実施する試験区分 試験地 合格者発表

８月９日

（日）

（予定）

作文試験

全試験区分 天童市

　９月上旬

　合格者の試験区分及び受験

番号を山形県庁及び県内各警

察署の屋外掲示板に掲示して

発表するほか、第２次試験受

験者全員に書面で合否を通知

する。

人物試験１（適性検査）

身体測定２及び身体検査

体力検査２

８月中下旬

の指定する

１日（予定）

人物試験２（集団討論及び

個別面接）

全試験区分（ただし、集

団討論については警察

官Ａ（男性）、警察官Ａ

（女性）のみ実施）

山形市
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８　各試験種目の配点及び満点

　　別表４のとおりである。

　なお、合格者は全ての試験種目の結果を総合して得られた成績に従い決定する。また、各試験種目に合格基準

を定め、１つでも基準に達しないものがある場合には不合格とする。

９　採用候補者名簿及び採用方法

　最終合格者は、それぞれの試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に得点順に記載され、採用はこの名簿に

記載された者の中から行われる。

10　受験手続

　(1) 受験申込書の交付

　受験申込書は、山形県人事委員会事務局、山形県警察本部警務課、県内各警察署・交番・駐在所、山形県東

京事務所、山形県大阪事務所、山形県名古屋事務所、各総合支庁総務企画部の総務課、西村山総務課、北村山

総務課及び西置賜総務課において交付する。

　　　また、山形県のホームページ（http://www.pref.yamagata.jp/）からもダウンロードできる。

　なお、受験申込書の請求を郵便で行う場合は、封筒の表に試験区分を朱書きし、140円切手を貼った宛先明

記の返信用封筒（角形２号封筒）を必ず同封して、山形県警察本部警務課（山形市松波二丁目８番１号　郵便

番号990-8577）宛て請求すること。

　(2) 受験の申込み

　　ア　郵送又は持参による申込みの場合

　受験申込書に必要事項を記入し、82円切手を貼った宛先明記の受験票送付用封筒（長形３号封筒）を添付

のうえ、山形県警察本部警務課若しくは県内各警察署警務係に持参又は山形県警察本部警務課宛てに郵送に

より提出すること。

　なお、郵送により提出する場合は、封筒の表に、試験区分を朱書きするとともに、簡易書留の方法による

こと。

　　イ　電子申請による申込みの場合

　山形県及び県内市町村の電子申請のホームページ「やまがたｅ申請（http://www.pref.yamagata.jp/online_

ymg/shinsei/e-tetsuzuki99.html）」から申し込むこと。

　(3) 受験申込期間

　　ア　警察官Ａ（男性）、警察官Ａ（女性）、警察官Ａ（武道指導・柔道）、警察官Ａ（武道指導・剣道)

　　　　次表のとおりである。

試験日 試験種目及び実施する試験区分 試験地 合格者発表

10月25日

（日）

（予定）

作文試験

全試験区分

天童市

　11月中旬

　合格者の試験区分及び受験

番号を山形県庁及び県内各警

察署の屋外掲示板に掲示して

発表するほか、第２次試験受

験者全員に書面で合否を通知

する。

人物試験１（適性検査）

身体測定２及び身体検査

体力検査２

11月上中旬

の指定する

１日（予定）

人物試験２（個別面接） 山形市

申込方法 受付期間

郵送又は持参によ

る申込み

　平成27年５月12日（火）から平成27年６月22日（月）まで（持参の場合は、土曜日及

び日曜日を除く午前８時30分から午後５時15分まで。）。なお、郵送による申込みは、平

成27年６月22日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。
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　　イ　警察官Ｂ（男性）、警察官Ｂ（女性）

　　　　次表のとおりである。

11　その他

(1) 受験手続その他受験に関する問い合わせは、山形県人事委員会事務局、山形県警察本部警務課、県内各警察

署、交番又は駐在所に行うこと。

(2) 受験に関する問い合わせを郵便で行う場合には、82円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封すること。

(3) 試験の詳細については、別に受験案内が作成されているので参照すること。

別表１

電子申請による申

込み

　平成27年５月12日（火）から平成27年６月17日（水）まで。平成27年６月17日（水）

の午後11時59分までに山形県が受信したものに限り受け付ける。

申込方法 受付期間

郵送又は持参によ

る申込み

　平成27年７月31日（金）から平成27年８月31日（月）まで（持参の場合は、土曜日及

び日曜日を除く午前８時30分から午後５時15分まで。）。なお、郵送による申込みは、平

成27年８月31日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。

電子申請による申

込み

　平成27年７月31日（金）から平成27年８月26日（水）まで。平成27年８月26日（水）

の午後11時59分までに山形県が受信したものに限り受け付ける。

試験区分 受験資格

警察官Ａ（男性）

昭和55年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた男性。ただし、次のいずれかに

該当する者に限る。

(1) 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに

卒業見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

警察官Ａ（女性）

昭和55年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた女性。ただし、次のいずれかに

該当する者に限る。

(1) 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに

卒業見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

警察官Ａ（武道指

導・柔道）

昭和55年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた男性。ただし、次の(1)又は(2)

に該当する者で、(3)及び(4)の要件を全て満たす者に限る。

(1) 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに

卒業見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

(3) 柔道の段位が３段以上の者又は平成28年３月までに３段を取得する見込みの者

(4) 全日本柔道連盟若しくはこれに加盟する団体が行う競技会又はそれに相当すると認

められる競技会において優秀な成績をあげた者

警察官Ａ（武道指

導・剣道）

昭和55年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた男性。ただし、次の(1)又は(2)

に該当する者で、(3)及び(4)の要件を全て満たす者に限る。

(1) 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに

卒業見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

(3) 剣道の段位が３段以上の者又は平成28年３月までに３段を取得する見込みの者

(4) 全日本剣道連盟若しくはこれに加盟する団体が行う競技会又はそれに相当すると認

められる競技会において優秀な成績をあげた者
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別表２

別表３

別表４

警察官Ｂ（男性）

昭和55年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた男性。ただし、次のいずれかに

該当する者を除く。

(1) 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに

卒業見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

警察官Ｂ（女性）

昭和55年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた女性。ただし、次のいずれかに

該当する者を除く。

(1) 学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は平成28年３月までに

卒業見込みの者

(2) 人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

試験区分 項目 基準

全区分

視力
裸眼又は矯正視力が両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上であるこ

と。

聴力 職務執行に支障のないこと。

色覚 職務執行に支障のないこと。

試験区分

第１次試験 第２次試験

満点
教養

試験

体力

検査１

実技

試験

作文

試験

体力

検査２

人物試験

集団討論 個別面接

警察官Ａ（男性）及び警

察官Ａ（女性）
200点 80点 － 100点 20点 100点 300点 800点

警察官Ａ（武道指導・柔

道）及び警察官Ａ（武道

指導・剣道）

125点 40点 125点 100点 10点 － 400点 800点

警察官Ｂ（男性）及び警

察官Ｂ（女性）
200点 80点 － 100点 20点 － 400点 800点

試験区分 項目 基準

警察官Ａ（男性）、

警察官Ａ（武道指

導・柔道）、警察

官Ａ（武道指導・

剣道）及び警察官

Ｂ（男性）

身長 おおむね160センチメートル以上であること。

体重 おおむね47キログラム以上であること。

その他 職務執行に支障のないこと。

警察官Ａ（女性）

及び警察官Ｂ（女

性）

身長 おおむね150センチメートル以上であること。

体重 おおむね43キログラム以上であること。

その他 職務執行に支障のないこと。
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